横 浜 市 記 者 発 表 資 料

平成 28 年８月 15 日
消 防 局 救 急 課

～横浜市消防局長から感謝状を贈呈します～

協賛企業（144 社）、郵便局及び消防局が連携し、日本郵便株式会社が発行する「かもめ～る（暑中・残暑
見舞はがき）」をあて名なしで希望エリアに配達する「かもめタウン」というサービスを活用し、「熱中症予
防のお知らせはがき（138,644 枚）」を市民の皆様にお届けしました。（平成 28 年６月 27 日記者発表済）
印刷費用及びはがき代金を御負担いただき、市民の皆様への熱中症予防広報に大きく貢献していただきまし
た協賛企業様に感謝の意を表すため、横浜市消防局長から感謝状の贈呈を行います。
１ 日時及び場所（詳細は別添資料参照）
平成 28 年８月 22 日（月）から８月 26 日（金）までの間に市内の各郵便局で行います。
【 熱中症予防のお知らせはがき】

【 表面 】

【 裏面 】

２ 被表彰企業様（詳細は別添資料参照）
144 社
３

取材について
取材していただける場合は、事前に消防局救急課あてに御連絡の上、表彰当日に各郵便局にお越
しください。

消防局救急課長

お問合せ先
山田 裕之

Tel 045-334-6748
裏面以降別添資料あり

別添資料
表彰日程及び被表彰企業様一覧
表彰日時

場所

被表彰企業様
株式会社プリアップ

神奈川郵便局

枚数

株式会社ジャパンビバレッジセントラル

横浜市神奈川区菅田町2774-1

西区北幸1・2丁目、高島1・2丁目、
神奈川区金港町、鶴屋町1・2・3丁目の一部地域

2000

株式会社紅梅組

横浜市西区戸部本町9-18

西区戸部1丁目の一部地域、戸部本町の一部地域

1500

大成建設ハウジング株式会社 横浜支店

横浜市中区長者町6-96-2 横浜第二有楽ビル2階 鶴見区東寺尾東台の一部地域

株式会社 三木組

横浜市神奈川区青木町7-16

神奈川区青木町の一部地域

1000

株式会社 湘南建設

横浜市西区浅間町1-6-2

西区浅間町1丁目・2丁目の一部地域 浜松町の一部地域

1000

ＮＰＯ市民ハート

横浜市西区岡野2-3-30

西区岡野町1丁目2丁目の一部地域

500

横浜市西区楠町10-1 ベンハウスビル５Ｆ

西区楠木町の一部地域

500

岡山建設株式会社

横浜市西区御所山町6番地の2

西区御所山6丁目の一部地域

500

久保クリニック

横浜市西区北幸2-5-15 プレミア横浜西口ビル1Ｆ 西区南軽井沢町全域 楠木町の一部地域

学校法人八洲学園 八洲学園高等学校

横浜市西区桜木町7-42 八洲学園大学内３F
横浜分校

西区桜木町6丁目全地域、桜木町7丁目全域、
花咲町7丁目全域、戸部町7丁目全域、桜木町5丁目の一部

1000

株式会社電成社

横浜市神奈川区松が丘35-12松が丘ビル5階

神奈川区松本町の一部地域、松が丘の一部地域

1000

揚州飯店

横浜市中区山下町224

青葉区桜台の一部地域

株式会社小野組

横浜市神奈川区沢渡45-1-501

神奈川区松が丘の一部地域、白幡上町の一部地域

1000

有限会社西厚木明治牛乳卸売店
市沢宅配センター

横浜市旭区市沢町142-6

保土ケ谷区峰岡町1、2丁目の一部地域

1000

横浜市保土ケ谷区常盤台84-1

保土ケ谷区峰沢町の一部地域、常盤台の一部地域

500

横浜市保土ケ谷区峰沢町325-1

保土ケ谷区峰沢町の一部地域、常盤台の一部地域

500

医療法人社団 伊純会
保土ケ谷郵便局
平成28年８月22日（月）
社会福祉法人いきいき福祉会
10時～
保土ケ谷区川辺
町2-8
安心食材の店 Select

瀬谷郵便局
平成28年８月22日（月）
15時30分～
瀬谷区瀬谷
4-45-10

配布エリア
西区みなとみらい地区の一部地域

平成28年８月22日（月）
10時～
神奈川区新浦島 株式会社ベンハウス
町2-1-10

横浜港郵便局
平成28年８月22日（月）
13時～
中区日本大通
5-3

住所
横浜市港北区新横浜2-11-5 川浅ビル

500

500

500

500

横浜市保土ケ谷区上星川3-7-20

保土ケ谷区上星川二丁目の一部地域

500

株式会社ＫａｎｄＫ フラワーショップ
スパイラル

横浜市保土ケ谷区峰岡町2-139-4
ナチュラル・スタイル102

保土ケ谷区峰岡町1丁目の一部地域

500

神奈川ダイハツ販売株式会社

横浜市中区新山下2-11-33

中区新山下の一部地域

500

平和工業

横浜市中区小港町1丁目14番地

金沢区能見台2丁目全域、3丁目の一部地域
緑区東本郷1，2丁目全域、3丁目の一部地域、4丁目の一部地
域、5丁目の一部地域
磯子区岡村3丁目全域 滝頭1丁目の一部地域

3500

株式会社ありあけ

横浜市港北区新横浜2-3-8 KDX新横浜ビル2階

中区太田町の一部地域

1000

東建工業株式会社

横浜市瀬谷区中屋敷2-7-13

瀬谷区中屋敷二丁目の一部地域

1000

医療法人社団哺育会 横浜相原病院

横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12

瀬谷区阿久和南2丁目の一部地域

500

合同会社きのみち

横浜市瀬谷区阿久和西3-3-4 神谷ビル1階

瀬谷区阿久和西3丁目の一部地域

1000

株式会社アシスト

横浜市瀬谷区本郷3-46-15

瀬谷区本郷3丁目一部地域

公益財団法人横浜市体育協会

横浜市瀬谷区南台2-4-65

瀬谷区南台の一部地域

500
1000

表彰日時

場所

緑郵便局
平成28年８月23日（火）
10時～
緑区中山町
149-4

被表彰企業様

住所

配布エリア

枚数

株式会社ビルド

横浜市緑区上山1-14-11

緑区上山2丁目・３丁目全地域

1472

セントラルスポーツ株式会社

横浜市緑区長津田みなみ台1-38-1

緑区長津田みなみ台1丁目の一部地域

1000

株式会社山響楽器店

横浜市緑区中山町305-8

緑区中山町の一部地域

株式会社ニチリョク 横浜支店

横浜市緑区寺山町89 スクエア21 3Ｆ

緑区新治町全域、三保町の一部地域、寺山町の一部地域
旭区上白根1丁目全域、中白根3丁目全域、上白根3丁目全域

株式会社ツクイ 横浜本牧

横浜市中区本牧町1-57-8

中区本牧原の一部地域・本牧元町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜金沢八景

横浜市金沢区町屋町10-2-102

金沢区釜利谷町の一部地域、金沢区六浦町の一部地域、
金沢区谷津町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜栄

横浜市栄区桂町274-7-201

栄区小管ヶ谷の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜東戸塚

横浜市戸塚区品濃町548-2 東戸塚ＮＳビル5階

戸塚区前田町の一部地域・川上町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜戸塚

横浜市戸塚区汲沢1-12-1

戸塚区矢部町の一部地域・汲沢町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜葛の口

横浜市泉区中田東3-15-2

泉区中田北町の一部地域・中田西町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜青葉

横浜市青葉区市ヶ尾町1175-12
第2天照マンションＡ

青葉区青葉台の一部地域

500

500
5000

株式会社ツクイ 横浜反町

横浜市神奈川区松本町4-29-2 房ビル1Ｆ

神奈川区大口通の一部地域、白楽の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜磯子

横浜市磯子区中原2-2-11
シーサイドパレス新杉田101

磯子区杉田町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜伊勢佐木

横浜市中区長者町9-175 第10 吉田ビル301

中区末吉町の一部地域、中区初音町の一部地域、
中区前里町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜中央

横浜市保土ケ谷区和田1-12-17
ホーユウパレス和田町202

保土ケ谷区峰岡町の一部地域、釜台の一部地域
常盤台の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜都筑

横浜市都筑区中川中央1-28-2-2Ｆ

都筑区中川1丁目の一部地域・6丁目の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜希望が丘

横浜市旭区中希望が丘130-12 ＮＭビル2階02

旭区東希望ヶ丘の一部地域・南希望ヶ丘の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜瀬谷

横浜市瀬谷区南台1-37-7

瀬谷区二ツ橋町の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜上大岡

横浜市南区別所1-2-5

南区大岡1丁目の一部地域・別所3丁目の一部地域

500

株式会社ツクイ 横浜南浅間

横浜市西区南浅間町21-1 1Ｆ1

西区久保町の一部地域・平沼町の一部地域

1000

株式会社ツクイ 横浜港南

横浜市港南区日限山1-66-4

港南区野庭町の一部地域

1000

株式会社ツクイ 横浜緑

横浜市緑区寺山町87-14

緑区鴨居町の一部地域、東本郷町の一部地域

1000

横浜市保土ケ谷区峰岡町2-335-2

保土ケ谷区東川島町の一部地域、
上星川1～3丁目の一部地域

1000

株式会社ツクイ 横浜鶴見

横浜市鶴見区鶴見中央3-2-1-205

鶴見区馬場4丁目の一部地域、東寺尾6丁目の一部地域、
北寺尾1，2丁目一部地域

1000

有限会社串田設備

横浜市緑区鴨居町2544

緑区東本郷三丁目の一部地域

三保町内科・循環器クリニック

横浜市緑区三保町1803-1

緑区三保町の一部地域

1000

アバロンヒルサイドファーム株式会社

横浜市緑区三保町349

緑区長津田みなみ台の一部地域、霧が丘の一部地域

1000

医療法人ベテル 神田整形外科

横浜市緑区鴨居町1-4-6 ベテル1・2Ｆ

緑区鴨居1丁目2丁目の一部地域

有限会社セレモニー和香

横浜市緑区霧が丘2-5-14

緑区霧が丘の一部地域

株式会社Ｈ＆Ｌサポート 横浜営業所

川崎市麻生区上麻生7-20-5

西区みなとみらい4丁目の一部地域、
青葉区さくら台の一部地域、緑区寺山町の一部地域

株式会社久保田建設

横浜市緑区三保町234番地

緑区霧が丘の一部地域

1000

浄土真宗本願寺派 長延寺

横浜市緑区三保町2440番地

緑区三保町の一部地域

1500

有限会社エッセン

横浜市緑区鴨居1-9-12

中区本牧埠頭全域

500

大自然株式会社

横浜市緑区新治町684 C201

緑区新治町の一部地域

500

マルミヤ商会

厚木市下依知1208-3

緑区長津田6丁目の一部地域

500

ハウジングセンター株式会社
長津田営業所

横浜市緑区長津田2-1-1

緑区長津田3丁目の一部地域

500

ハウジングセンター株式会社
長津田南口営業所

横浜市緑区長津田5-4-37

長津田5丁目の一部地域

500

有限会社山市商事不動産

横浜市都筑区川和町1329

緑区北八朔の一部地域、都筑区川和町の一部地域

株式会社ＡＯＫＩ ルララこうほく店

横浜市都筑区中川中央2-2-1

都筑区茅ヶ崎中央町の一部地域

500

城南信用金庫 川和支店

横浜市都筑区川和町975-2

都筑区川和台の一部地域

500

ジューテックホーム株式会社

横浜市都筑区新栄町4-1

仲町台駅～センター南駅の間の一部地域

株式会社ヨビケン

横浜市都筑区池辺町3859-2

都筑区池辺町の一部地域

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
障害者支援センター

横浜市都筑区葛ヶ谷2-3 横浜あゆみ荘

都筑区葛が谷の一部地域・荏田東二丁目の一部地域

株式会社ツクイ 横浜保土ヶ谷

都筑郵便局
平成28年８月23日（火）
株式会社創造開発設計
13時～
都筑区茅ヶ崎中
央33-1
株式会社サーティーフォー

500

500
2000
500

1000

2000
500
1000

横浜市都筑区中川中央33-7-2 創造ビル3Ｆ

都筑区中川中央一丁目、二丁目の一部地域

横浜市都筑区中川1-4-1
ハウスクエア 横浜住まいの情報館2Ｆ

青葉区あざみ野の一部地域 都筑区中川の一部地域

500

林医院

横浜市都筑区勝田町1297

都筑区勝田町の一部地域

株式会社COCOROOM

横浜市都筑区北山田2-2-14 コンフォータブル101 都筑区北山田1丁目の一部地域 北山田7丁目の一部地域

500

レストラン テンドーレ

横浜市都筑区茅ヶ崎中央52-1
グランエクシード605号

青葉区青葉台の一部地域

500

中川耳鼻咽喉科

横浜市都筑区中川1-19-23

都筑区中川町の一部地域

港北 ＴＯＫＹＵ Ｓ．Ｃ．

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1

都筑区茅ヶ崎中央の一部地域

15000
1000

500
1000

表彰日時

場所

青葉郵便局
平成28年８月23日（火）
青葉区荏田西
15時30分～
1-7-5

被表彰企業様

平成28年８月24日（水）
港北区菊名
13時～
6-20-18

綱島郵便局
平成28年８月24日（水）
港北区綱島台
15時30分～
17-13

平成28年８月25日（木）
10時～

配布エリア

枚数

横浜市青葉区奈良町850

青葉区奈良町の一部地域

500

有限会社荏原技研

横浜市青葉区千草台43-5

青葉区千草台の一部地域

500

よしむら内科クリニック

横浜市青葉区荏子田1-3-3

青葉区荏子田1、2丁目の一部地域

500

グットライフサーラ関東株式会社 青葉営業所 横浜市青葉区みたけ台5-7-1F

青葉区みたけ台の一部地域

1000

武沼小児科医院

横浜市青葉区青葉台1-13-13

青葉区桜台の一部地域、奈良町の一部地域

1000

JTB首都圏 青葉台店

横浜市青葉区青葉台2-9-13

青葉区つつじヶ丘の一部地域、榎ヶ丘の一部地域

500

株式会社ライヴオーク

横浜市青葉区荏田北3-8-7-202

青葉区荏田北あざみ野南の一部地域

500

社会福祉法人 緑樹会
介護老人福祉施設 大樹の郷

横浜市青葉区恩田町2282番地

青葉区恩田町の一部地域

500

株式会社よこはま夢倶楽部

横浜市青葉区荏田西3-30-4

青葉区荏田西3丁目の一部地域、荏田西4丁目の一部地域

1000

三友興業株式会社

横浜市青葉区荏田西1-3-19

青葉区荏田西1丁目の一部地域 荏田西2丁目の一部地域

500

テンミョウ薬局

横浜市青葉区柿の木台4-1

青葉区柿の木台の一部地域

500

ハウジングセンター あざみ野営業所

横浜市青葉区あざみ野2-9-13

青葉区あざみ野2丁目の一部地域、新石川1丁目の一部地域

500

みさを接骨院

横浜市青葉区松風台21-8

青葉区松風台の一部地域

株式会社松尾工務店

横浜市鶴見区鶴見中央4-38-35

鶴見区鶴見中央4丁目の一部地域

1000

横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 4階

鶴見区鶴見中央4丁目の一部地域

500
500

鶴見郵便局
平成28年８月24日（水）
関根内科クリニック
鶴見区鶴見中央
10時～
3-22-1
高華園

港北郵便局

住所

いくみ福祉タクシー

500

横浜市鶴見区鶴見中央4-35-15

鶴見区鶴見中央4丁目の一部地域

有限会社菊名駅前青木ビル

横浜市港北区菊名4-3-12

港北区菊名4丁目の一部地域

奈良造園土木株式会社

横浜市港北区新横浜1-13-3

港北区新横浜一丁目の一部地域

城南信用金庫 新横浜支店

横浜市港北区新横浜2-4-13

港北区市篠原町の一部地域（駅に近いエリア）

500

城南信用金庫 小机支店

横浜市港北区小机町1459

港北区小机町の一部地域（店舗に近いエリア）

500

株式会社栄港建設

横浜市港北区北新横浜2-8-11

港北区北新横浜の一部地域

500

夢工房だいあん株式会社

横浜市港北区綱島西1-11-5

港北区新吉田東八丁目の一部地域

500

加賀雅典法務事務所

横浜市港北区日吉本町5-67-11-1

港北区高田東一丁目の一部地域、
日吉本町の一部地域

2000

ひよし法務行政書士事務所

横浜市港北区日吉2-6-5-201

港北区下田一丁目の一部地域

500

株式会社ユニオン企画

横浜市港北区新羽町702

港北区新羽町の一部地域

500

横浜北交通株式会社

横浜市港北区新羽町676-1

港北区新羽町の一部地域

1000

株式会社マルナカ

横浜市港北区新羽町896

港北区新羽町の一部地域

500

有限会社中森

横浜市港北区綱島西1-6-15

港北区綱島西町の一部地域

500

株式会社綱島質店

横浜市港北区綱島西1-8-12

港北区綱島西町の一部地域

500

介護老人保健施設ベルディ―ナ高田

横浜市港北区高田西3-1-12

港北区高田西の一部地域

500

伊橋興業株式会社

横浜市港北区新羽町2105-1

港北区新羽町の一部地域

500

洋品 エンドウ

横浜市港北区日吉本町3-33-10

港北区日吉本町の一部地域

500

高橋行政書士事務所

横浜市港北区箕輪町1-17-1-208

港北区箕輪町1丁目、2丁目の一部

南日吉商店会

横浜市港北区日吉本町3-27-15

港北区日吉本町の一部地域

500

渡辺塗装株式会社

横浜市港北区新羽町2026

新羽町の一部地域

500

社会福祉法人白根学園
社会就労センターしらね

横浜市旭区白根7-10-6

旭区白根六丁目・白根七丁目の一部地域

1000

二重交通株式会社

横浜市旭区本村町26-7

旭区左近山の一部地域

1500

大栄交通株式会社

横浜市旭区上白根町740-1

旭区上白根町の一部地域

1000

株式会社 サカモト

横浜市旭区さちが丘48

保土ケ谷区瀬戸ヶ谷町の一部地域

500

神奈川土建一般労働組合横浜西部支部

横浜市旭区二俣川1-86-8

旭区二俣川1丁目の一部地域

500

株式会社シンサナミ

横浜市旭区鶴ヶ峰2-5

旭区鶴ヶ峰本町の一部地域

500

株式会社グリーンネット

横浜市旭区本宿町33

旭区本宿町の一部地域、二俣川2丁目一部地域、
万騎が原町の一部地域

500

鈴木鳶土木株式会社

横浜市戸塚区上矢部町525-1

戸塚区上矢部町の一部地域

500

有限会社スズキ故繊維

横浜市泉区和泉町4923-3

泉区和泉町の一部地域

500

美容室 奄美

横浜市戸塚区名瀬町2918-5

戸塚区名瀬町の一部地域

500

医療法人順神会 ばんどうクリニック
（丘の上クリニック）

横浜市泉区和泉町514-8

泉区和泉町の一部地域

500

学校法人内藤学園 上飯田幼稚園

横浜市泉区上飯田町2106

泉区上飯田町の一部地域

500

美容室 クーリエ

横浜市泉区領家3-2-4 山手台ＩＫプラザ203

泉区領家3丁目の一部地域

500

株式会社きたむら園

横浜市戸塚区東俣野町1231

泉区中田西4丁目の一部地域

500

横浜市泉区和泉が丘2-31-33

戸塚区汲沢1丁目の一部地域、矢部町の一部地域
戸塚町の一部地域

500
1000

1000

横浜旭郵便局
旭区本村町44-2

横浜泉郵便局
平成28年８月25日（木）
泉区和泉町
13時～
4259-3

河野商事株式会社

6172

表彰日時

場所

戸塚郵便局
平成28年８月25日（木）
15時30分～
戸塚区戸塚町
4102-1

横浜南郵便局

被表彰企業様

配布エリア

枚数

横浜市戸塚区小雀町1137

戸塚区小雀町の一部地域

500

紘永工業株式会社

横浜市戸塚区柏尾町191-2

戸塚区柏尾町の一部地域

500

株式会社ベネッセスタイルケア

横浜市戸塚区上倉田町865-1

戸塚区上倉田町の一部地域 南舞岡町の一部地域

5000

グッドライフサーラ関東株式会社

横浜市戸塚区小雀町1959-1

戸塚区小雀町の一部地域・原宿五丁目の一部地域

2000

西工業株式会社

横浜市戸塚区小雀町232

戸塚区下倉田町の一部地域（マンションアパートを除く）

1000

医療法人 紺医会 紺野整形外科

横浜市戸塚区上倉田町884-1

戸塚区上倉田町の一部地域、吉田町の一部地域

500

くるみ歯科

横浜市戸塚区吉田町946-4

戸塚区舞岡町の一部地域

500

公益財団法人明徳会 清水ヶ丘病院

横浜市南区清水ヶ丘17

南区清水ヶ丘の一部

500

横浜市南区六ッ川2-138-4

南区六ッ川の一部地域

500

ツクイ横浜栗木

横浜市磯子区栗木3-9-26

磯子区栗木3丁目の一部地域

500

神奈川県森永牛乳共栄会

横浜市港北区新横浜2-8-1

都筑区池辺町の一部地域、保土ケ谷区法泉町の一部地域

2000

森永乳業株式会社 横浜支店 市乳販売課

横浜市港北区新横浜2-8-1

港北区新吉田町の一部地域、金沢区大道町の一部地域

2000

株式会社 金子産商湘南

横浜市金沢区東朝比奈3-16-2

金沢区東朝比奈の一部地域、高舟台の一部地域

2000

横浜市金沢区福浦2-4-10

金沢区福浦2丁目の一部地域

横浜市金沢区幸浦2-8-23

金沢区柴町の一部地域

2000

中村整形外科

横浜市金沢区釜利谷東2-20-9

金沢区泥亀1丁目の一部地域

1000

山陽印刷株式会社

横浜市金沢区福浦2-1-13

金沢区並木3丁目の一部地域

500

平成28年８月26日（金）
10時～
南区井土ヶ谷上 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構
町1-1
神奈川県立こども医療センター
平成28年８月26日（金）
13時～

住所

株式会社長野工務店

磯子郵便局
磯子区森3-1-15

横浜金沢郵便局
平成28年８月26日（金）
サカエ工業株式会社
15時30分～
金沢区泥亀
2-10-2
株式会社ワン・ツー・ストック

500

順

不

同

